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🚼乳幼児一時預かりは第2・第4火曜(10:00～13:00)ですが、月によって預かり日が変更になることがございます。
※おはなし会と各イベントは事前申し込み制です。詳細はチラシや館内掲示をご覧ください。

よちよち・あかちゃんからのおはなし会の申し込みは、開催日の1週間前からカウンターまたは電話で受付します。

乳幼児一時預かりサービスは、事前申し込みができませんので、ご了承ください。

親子タイムは、第2・第4火曜日と毎週木曜日の10:30～11:30です。館内にBGMが流れます。

名古屋市志段味図書館
開館時間：平日・土曜₌9:30～19:00／日曜・祝日₌9:30～17:00 ☎：052-736-6907 Fax：052-736-6908

おはなしと工作会
(14:00～14:40)

親子タイム

親子タイム

親子タイム

図書館NEWS 📚【参加型展示】 ネコと一緒に推し本を紹介しませんか？

📚【新着】一般向けの本棚 ミニ展示の紹介

みんなのがん教室
～がんのことを正しくしろう～
第4回わたしもがん患者にな
りました②AYA世代（14:00～
15:30）

親子タイム詩吟への誘い
(8:30～9:30)

※申込開始
14日「あかちゃん」

あかちゃんからの
おはなし会
(10:30～10:50)

乳幼児一時預かり
(10:00～13:00)

※イベントは新型コロナウイルスの影響により、延期または中止する場合がございます。ご不明
な点がある場合は、お問い合わせください。
またイベントに参加される際は、感染防止のため、館内でのマスクの着用・来館前の体調

チェックをお願いします。

※申込開始
24日「第4回がん教室」

マタニティヨガ教室
(10:00～11:00)

7
志段味図書館

だより

※申込開始
16日「しゅわしゅわ」「手話
ミュージカル」 ／23日「スペ
シャルおはなし会」

・作家の本棚 村山由佳さん 場所：入口脇

第9回しゅわしゅわ
おはなし会(初心者向け

13:30～14:00/上級者向け

14:15～15:00：手話ミュー
ジカルのお話)

耳でたのしむおは
なし会(10:30～11:00／
11:10～11:40)

※申込開始
22日「おしゃべり広場」

つぎ、なによむ？
ベテラン学校司書が
おしえる小中学生の
ための本えらび
(15:00～16:00)

※申込開始
29日「親子点字体験教室」

※申込開始
30日「耳でたのしむ」
8/6「読むのが苦手」

※申込開始 9日「工作会」

July 2022

・くらしのなかでみつけるSDGｓ オリジナルSDGｓ絵本
つくりました！ 場所：1類 館長展示の棚

調べ学習講座～
夏休みの自由研究
お助け隊～(10:00
～12:00)

公式LINE
ＱＲコード

↓

※申込開始
20日「スマホの相談会」
27日「調べ学習講座」

親子タイム

📚【通年イベント】みんなのがん教室第４回目 24日開催

よちよちおはなし会
(13:00～13:20)

あかちゃんからの
おはなし会
(10:30～10:50)

乳幼児一時預かり
(10:00～13:00)

親子タイム

毎月１回開催する「みんなのがん教室」第4回目の講師
は、27歳でがん治療を経験した山本翔太さんです。テー
マは「わたしもがん患者になりました①AYA(アヤ)世代」
です。「治療で発声が困難になった自分だからこそ伝え
られることを、声が続く限り、精一杯伝えていきたい」
という意気込みでお話していただきます。
(参加申込は7月10日(日)～カウンターまたは電話にて)

ティーンズコーナーでは、企画展示「ネコが届
ける本への想い」を開催中です。他の利用者さん
へ、ご自身のオススメ本を紹介できます。やり方
は簡単！志段味図書館の棚から本を1冊抜き取り、
本の内容にしっくり来る栞と一緒に飾ってくださ
い。匿名制です。こっそり置いてもらっても大丈
夫です！飾られた本はどなたでも貸りられます。

(詳細は館内案内をご覧ください

※申込開始
28日「あかちゃん」

かんちょうの
スペシャルおはなし会
(14:00～14:30)

※申込開始
8/4「よちよち」

・ミロ展

・ネコが届ける本への想い 場所：ティーンズコーナー

・「鎌倉殿」のキーパーソン☆北条政子

しだみ独立系書店
フェス(10:00～16:30)
トークイベント(14：00～
15:00) 

第5回しだみ読書会
ビブリオバトル(14：00～

15:30)

スマホの相談会
(1４:00～1５:０0) しだみとしょかん

おしゃべり広場
(1０:00～11:３0)

～夏休み～親子
点字体験教室
(10:00～11:30)

コピーライターが教える！
「伝わるPOP」のつくり方

(14：00～15：30)

※申込開始
30日「伝わるPOP」

※申込開始 8/5「Let’s 
enjoy English」

※申込開始
8/7「フレイルテスト」

※申込開始
8/３「瀬戸で出版社はじめ
ました」

※申込開始
8/7「ちかこさんのお手話べ
り会」



新着図書ＰＩＣＫＵＰ！

◇お問い合わせ◇ 名古屋市志段味図書館 ☎：052-736-6907 Fax：052-736-6908
指定管理者：名古屋TRCグループ〒463-0811名古屋市守山区深沢1丁目101番地 ※この用紙は再生紙を使用しています。

『小さな庭をつくる
12か月栽培ナビDo』
河野義雄／著

（NHK出版）

『クイズでわかりやすい
野球審判スキルアップ

問題集 決定版!』
平林岳／著(ベースボール・マ
ガジン社）

月間テーマ展示（６/１８～７/1４）

スタッフおすすめ本

ミニ展示（６/１８～７/1４）

◇図書展覧会◇

ＳＴＡＦＦのオススメ本

今月の新着 注目の１冊！

『子どもから話したくなる
「かぞくかいぎ」の秘密
一生ものの対話力を磨く』
玉居子泰子／著(白夜書房)

新しい環境にも慣れ、そろそろ勉
強も仕事も本格的な内容になるこの
頃は、壁にぶつかって悩む事が多く
なりやすいですよね。
学ぶこと、働くことを楽しみ、
日々の生活を豊かにしていく方法や
考え方のヒントとなる本をご紹介し
ます。

海辺の砂浜をよ～く見
ると、色々なものが落ち
ています。きれいな貝殻
やシーグラスを集めて、
飾ったり、アート作品を
作ったり…。古い漂流物
にはロマンが詰まってい
ます。海に行ったら、ぜ
ひそんな“宝物”を探し
てみたくなってしまう一
冊です。

『ルームメイトと謎解きを』
楠谷佑／著(ポプラ社)

『ラクするご自愛ごはん
うんまーい140レシピ』
上田淳子／著（主婦の友社)

『生きるために必要な「法律」のはなし
大人になる前に知ってほしい』 木村真実(他)／監修 (ナツメ社)

額縁に飾りたいなと思える本や
アートな本を揃えました。
ハッとするような綺麗な表紙に惚
れぼれしますね。
生き物や植物の専門書、小説、ダ
ンスの本、はたまた地学の本まで、
あらゆるジャンルが揃い踏みです。
未知の世界に飛び込むきっかけ…
ジャケ買いならぬジャケ借りの醍醐
味です。

大人になった方も全員知っ
てほしい！と叫びたくなる内
容が盛り沢山の、マンガ付き
法律本です。
他人の写真をSNSにあげた、

ネットで悪口を書いてしまっ
た、18歳は賃貸アパートを契
約できる？など、日常生活に
ついて回るお金と人間関係の
トラブル対策となる一冊です。

『日帰りウォーキング東海
[2022]』(JTBパブリッシング)

◇生き方が変わる本◇

『ビーチコーミングをはじめよう 海辺で楽しむ

宝探し』 山田海人／著(エムピージェー)

■たべもののとおりみち

からだに栄養を取り入れてくれる
小腸は、どれくらいの長さがあるか、
知っていますか？
終始子どもたちの反応がよく、ま
た大人にとっても興味深かったよう
で、大変盛り上がりました。小学校
６年生の女の子が、「最近学校で勉
強したところだったのですごくおも
しろかったです」と言ってくれまし
た。小学校２年生の女の子が「おじ
いちゃんが大腸ガンで、大腸のこと
がよく分かってよかった」と教えて
くれました。

次回のからだせんせいおはなし会
のテーマは「血と心臓」です。10
月16日(日)10：30～11：00 に開
催します。お子さんから大人まで
どなたでもご参加いただけます！
(受付開始は10月2日(日)9：30～
カウンターまたは電話にて)

↑志段味図書館の
館長が活躍。
からだの中を見せ
てくれました。

↑からだクイズと塗り絵に挑戦中！皆さん
がんばりました。

【イベント報告】6月19日(日)開催 からだせんせいおはなし会

↑おはなし会は、NPO法人か
らだフシギのからだせんせい
の研修を受けたスタッフ2名
が企画。申込開始2日で満席
となり、当日も多くの方に楽
しんでいただけてよかったで
す。次回は質問コーナーを設
けたいです。質問の答えがわ
からなくても、私たちも一緒
になって調べたり、考えたり
していけたらと思います。
(担当司書：O)


